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１．地方税共同機構 個人情報保護規程の改正
令和２年・令和３年改正個人情報保護法の施行等に伴い、別添のとおり個人情報保護規程を

改正する。

＜主な改正箇所＞
規程改正箇所 改正内容 改正理由

第２章
（不適正な利用の禁止）
第５条

「不適正な利用の禁止」について定める。 令和２年法改正により、「不適正な利用の禁
止」が規定されたことに伴い、新たに規定する。
[個情法第19条関係]

第３章
（漏えい等の報告等）
第12条

「漏えい等の報告等」について定める。 令和２年法改正により、個人情報の漏えいが発
生した時の対応について、個人情報保護委員会
への報告及び本人への通知が義務化されたこと
に伴い、新たに規定する。
[個情法第26条関係]

第４章
（個人関連情報の第三者
提供の制限等）
第17条

個人関連情報に係る提供の制限等について
定める。

令和２年法改正で、個人関連情報の第三者提供
もについて、本人の同意等の確認が義務付けら
れたことに伴い、規定する。
[個情法第31条関係]

第５章
（開示）
第19条第４項

個人データの授受に関する第三者提供記録
の開示について定める。

令和２年法改正により、個人データの第三者提
供記録について、本人が開示請求できることと
なったため、規定する。
[個情法第33条関係]

第５章
（利用停止等）
第21条第３項

利用停止・消去等の個人の請求権について
「個人の権利又は正当な利益が害されるお
それがある場合」にも拡充する。

令和２年法改正により、利用停止・消去等の個
人の請求権が拡充されたことに伴い、規定する。
[個情法第35条第５項関係]

その他所要の修正 ― ―
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２．地方税共同機構 特定個人情報保護規程の改正
令和２年・令和３年改正番号法の施行等に伴い、別添のとおり特定個人情報保護規程を改正

する。

＜主な改正箇所＞
改正箇所 改正内容 改正理由

第２章
第１節
（漏えい等事案への対応）
第14条
第1項

個人情報保護委員会への報告及び本人へ
の通知を行う必要があるものについて、
「漏えい等が発生し、個人の権利利益を
害するおそれが大きいもの」として定め
る。

番号法の改正により、個人情報保護委員会への
報告及び本人への通知が必要とされるものが、
「個人の権利利益を害するおそれが大きいも
の」に拡充されたことに伴い、改正する。
[番号法第29条の４関係]

（漏えい等事案への対応）
第14条
第10項

機構が、個人番号利用事務等の全部又は
一部の委託を受けた場合で、漏えい等が
発生した旨を委託元に通知する場合の個
人情報保護委員会への報告義務等につい
て定める。

番号法の改正により、委託先が委託元の個人番
号利用事務等実施者に対し、漏えい等の事態が
発生した旨を通知する場合の通知等について規
定されたことに伴い、改正する。
[番号法29条の４関係]

第６章
（特定個人情報の提供制
限）
第42条

特定個人情報の第三者提供の制限の範囲
を限定する。

番号法第19条第４号が新設され、本人の同意に
基づく場合は、特定個人情報の第三者提供が認
められることとなるため、改正する。
[番号法第19条第４号関係]

その他所要の修正 ― ―
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「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の改定（令和４
年３月中予定）に伴い、下記のとおり「情報セキュリティポリシー基本方針」及び「情報セ
キュリティポリシー対策基準」を改正する。

＜基本方針＞

＜対策基準①＞

項
番

ポリシー改正案の
記載箇所

改正内容 改正理由

１
第9章「対象とする脅

威」
文中の「外部委託管理の不備」を「委
託管理の不備」に改める。

ガイドラインにおいて、以下の点が改められたこ
とに伴い変更するもの。
■「外部委託」及び「約款による外部サービス」

の定義の見直し

２

第10章「情報セキュリ
ティ対策」

文中の「外部委託する場合」を「業務
委託を行う場合」に改めるとともに
「約款による外部サービス」を「外部
サービス」に改める。

ポリシー改正案の概要【基本方針】

項
番

ポリシー改正案の
記載箇所

改正内容 改正理由

1
1.3. CSIRTの設置・

役割
文中の「外部の事業者等」を「委託
事業者等」に改める。

＜基本方針＞項番１と同じ
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＜対策基準②＞

項
番

ポリシー改正案の
記載箇所

改正内容 改正理由

２

2.2.8. 情報資産の送
付・送信

「必要に応じ暗号化又はパスワード
設定を行わなければなならない」を
「必要に応じパスワード等による暗
号化を行わなければならない」に改
める。

ガイドラインにおいて、以下の点が改められたこと
に伴い変更するもの。
■情報資産に対するパスワード設定に関する解釈の

統一2.2.9. 情報資産の運
搬

2.2.10. 情報資産の
提供・公表

３

2.2.11. 情報資産の
廃棄等

文中の「情報資産の消去及び廃棄等
は、情報資産管理責任者の承認」を
「情報資産の消去及び廃棄やリース
返却等は、情報資産管理責任者の承
認」に改める。

ガイドラインにおいて、以下の点を踏まえ記載が改
められたことに伴い変更するもの。
■情報資産が所有者の管理下から離れるケースには

「廃棄」以外にも「返却」、「譲渡」、「売却」
等があること。

■「物理セキュリティ」の規定において、廃棄以外
のケースも想定される。

４

5.1.12. 電子メール
のセキュリティ管
理

文中の「大量のスパムメール等の受
信又は送信を検知した場合」を「ス
パムメール等が内部から送信されて
いることを検知した場合」に改める。

ガイドラインにおいて、以下の点を踏まえ記載が改
められたことに伴い変更するもの。
■スパムメール等が外部から届く状況は通常であり

問題がなく、この場合メールサーバの運用停止は
不要。

ポリシー改正案の概要【対策基準】



＜対策基準③＞
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項
番

ポリシー改正案の
記載箇所

改正内容 改正理由

５

5.1.13. 電子メール
の利用制限

文中の「ネットワークストレージ
サービス等を使用してはならない」
の記載を削除する。

ガイドラインにおいて、以下の点を踏まえ記載が改
められたことに伴い変更するもの。
■「業務用として割り当てられた」ものであれば問

題がない。
■クラウドファースト時代には通常利用になってい

くことが想定される。

６

5.1.14. 電子署名・
暗号化

「必要に応じ暗号化又はパスワード
設定を行わなければなならない」を
「必要に応じパスワード等による暗
号化を行わなければならない」に改
める。

＜対策基準＞項番２と同じ

７

5.1.17. 無許可での
ネットワーク接続
の禁止

ネットワークへの接続について、定
められたものと異なるネットワーク
に接続してはならないことを明確に
定める。

ガイドラインにおいて、以下の点を踏まえ記載が改
められたことに伴い変更するもの。
■故意または過失により業務用無線LAN以外のネッ

トワークに接続することでリスクが大きくなる。

８

5.1.19. Web会議サー
ビスの利用時の対
策
【新規追加】

Web会議サービスの利用時の対策を以
下のとおり定める。
(1)利用手順について
(2)取り扱う情報に応じたセキュリ

ティ対策について
(3)参加者限定の対策について
(4)利用の申請・承認について
［※別添「新旧対象表」を参照]

ガイドラインにおいて、以下の点が改められたこと
に伴い変更するもの。
■多様な働き方を前提とした情報セキュリティ対策

として、Web会議サービス利用時のセキュリティ
対策に関する規定が追加。

ポリシー改正案の概要【対策基準】
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項
番

ポリシー改正案の
記載箇所

改正内容 改正理由

９

5.1.20. ソーシャルメ
ディアサービスの利
用
【記載箇所変更】

「7.委託」に関する規定から削除し、
「5.技術的セキュリティ」に関する
項目として定める。

ガイドラインにおいて、以下の点が改められたこと
に伴い変更するもの。
■「ソーシャルメディアサービス」の定義が見直さ
れたことに伴い、「7.委託」から削除し新たに
「5.技術的セキュリティ」として定められた。

10

5.2.2. 役職員等によ
る外部からのアクセ
ス等の制限

「公衆通信回線（公衆無線LAN等）
の外部通信回線を機構に係るネット
ワークシステムに接続することは原
則として禁止」を「内部のネット
ワーク又は情報システムに対するイ
ンターネットを介した外部からのア
クセスを原則として禁止」に改める。

ガイドラインにおいて、以下の点が改められたこと
に伴い変更するもの。
■インターネットを介した外部からのアクセスに関
する記載の明確化

11
5.3.5. 情報システム

の保守
文中の「外部の事業者」及び「外部
の業者」をそれぞれ「事業者」及び
「業者」に改める。

＜基本方針＞項番１と同じ

12

5.4.1. セキュリティ
統括責任者の措置事
項

「利用予定のソフトウェアについて
開発元のサポートが終了する予定が
ないことの確認」を追加する。

ガイドラインにおいて、以下の点が改められたこと
に伴い変更するもの。
■サポートが終了した製品の利用の禁止だけでなく、
利用を検討している期間中においても、サポート
が終了していないこと及び終了する予定がないこ
とを確認すべきことの記載の追加

13
7. 業務委託と外部

サービスの利用
文中の「委託」を「業務委託と外部
サービスの利用」に改める。

＜基本方針＞項番１と同じ

ポリシー改正案の概要【対策基準】

＜対策基準④＞



＜対策基準⑤＞

5

項
番

ポリシー改正案の
記載箇所

改正内容 改正理由

14

7.1 業務委託 文中の「委託」を「業務委託」に改
める。

＜基本方針＞項番１と同じ

7.1.1.委託先の選定基
準

7.1.4.契約項目

9.1.6.委託先事業者に
対する監査

15

7.2. 外部サービスの
利用（機密性２以上
の情報を取り扱う場
合）

文中の「約款による外部サービス」
を「外部サービス」に改めるととも
に新たに外部サービスについて「選
定」「 調達・契約」「利用承認」等
の規定を追加する。
［※別添「新旧対象表」を参照]

ガイドラインにおいて、以下の点が改められたこ
とに伴い変更するもの。
■「外部委託」、「約款による外部サービス」、

「ソーシャルメディアサービス」及び「クラウ
ドサービス」の定義の見直し。

■「業務委託」と「外部サービス」に分けた上で、
「機密性２以上の情報を取り扱う場合」と「機
密性２以上の情報を取り扱わない場合」でそれ
ぞれ求めるセキュリティ対策のレベルを整理

ポリシー改正案の概要【対策基準】



＜対策基準⑥＞

6

項
番

ポリシー改正案の
記載箇所

改正内容 改正理由

16

7.3. 外部サービスの
利用（機密性２以上
の情報を取り扱わな
い場合）

外部サービスの利用に係る規定を追
加するとともに
(2)を別添「新旧対象表」のとおり改
める。

＜対策基準＞項番15と同じ

17

7.9. クラウドサービ
スの利用
【削除】

削除 ガイドラインにおいて、以下の点が改められたこ
とに伴い変更するもの。
■「クラウドサービス」の定義の見直し

ポリシー改正案の概要【対策基準】
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第１章  目的 

地方税共同機構（以下「機構」という。）は、納税義務者等に係る地方税の極めて重要な

情報を取り扱うことから、高い安全性と信頼性が確保できる運営を求められている。 

このことから、情報資産を適切に取り扱うための基本的な方針及び遵守すべき事項や判

断の基準として地方税共同機構情報セキュリティポリシー（以下「ポリシー」という。）を

策定する。 

また、機構の役員、職員、非常勤職員、臨時職員及び派遣職員（以下「役職員等」とい

う。）並びに委託先事業者及び認定委託先事業者は、ポリシーを遵守し、次の諸点を常に念

頭に置いて情報資産を取り扱うことが責務として課せられている。 

 

一 機構の全ての役職員等、委託先事業者及び認定委託先事業者は、情報セキュリティ

対策が重大かつ喫緊の課題であることを常に認識し、矜持を持って様々な脅威に対

応すること。 

― 情報セキュリティ対策を講じて、その保有する情報を守り、業務を継続すること。 

― 情報セキュリティ対策の実効性を高めるとともに対策レベルを一層強化していくこ

と。 

― 情報セキュリティに関する事故の未然防止のみならず、事故が発生した場合の拡大

防止・迅速な復旧や再発防止の対策を講じていくこと。 

 

第２章  ポリシーが遵守すべき法令等 

機構の全ての役職員等、委託先事業者及び認定委託先事業者は、上記の目的を達成する

ため、地方税法等の関連する法令等を遵守する。特に、「地方税法施行規則第 24 条の 40 第

３項第２号及び第３号に規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及

び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する

基準（平成 31 年総務省告示第 151 号）（以下「国税連携技術基準」という。）」、「地方税法

施行規則第 10 条第５項及び第 24 条の 39 第３項に規定する情報通信の技術の利用におけ

る安全性及び信頼性を確保するために必要な基準（令和３年総務省告示第 130 号）（以下

「電子申告等安全性基準」という。）」、「地方税法施行規則第 24 条の 42 第３項に規定する

特定徴収金及び特定徴収金に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するた

めに必要な基準(平成 31 年総務省告示第 149 号)(以下「共通納税安全性基準」という。)」、

「地方税法施行規則第９条の８第４項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及

び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(令和３年総務省告示第 242 号)(以下

「年金安全性基準」という。)」、「地方税法施行規則第９条の３の２第１項に規定する情報

通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準

(令和３年総務省告示第 241 号)(以下「特別徴収税額通知安全性基準」という。)」、「行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第 20 条第

３号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準（平成 27 年内閣府告示第 447 号）(以下「内

閣府技術基準」という。)」に適合するポリシーを制定し、セキュリティ対策を実施する。 
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また、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」等を適

宜参考するものとする。 

 

第３章  ポリシーの構成 

ポリシーは、一定の普遍性をもった部分（情報セキュリティポリシー基本方針。以下「基

本方針」という。）と、技術水準等情報セキュリティに関する社会状況の変化を的確に反映

させ、基本方針の具体化を図る部分（情報セキュリティポリシー対策基準。以下「対策基

準」という。）の２部をもって構成するものとする。 

また、対策基準について、具体的に情報システムに展開する場合の、個別の実施事項を

定めるものとして、情報セキュリティポリシーに係る実施手順（アクセス実施管理手順や

インシデント対応マニュアル等。以下「実施手順」という。）を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章  基本方針の内容 

基本方針は、ポリシーの目的、適用範囲、情報セキュリティに対する取組姿勢など基本

的な考えを示すものであり、機構における情報セキュリティに関する最上位の規程と位置

付ける。 

 

第５章  対策基準の内容 

対策基準は、基本方針を実現するため、情報セキュリティの推進体制、情報システムの

開発及び運用など、情報セキュリティを確保するために遵守すべき事項又は判断の基準を

示すものである。 

 

第６章  定義 

ポリシー・実施手順において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) ネットワーク 

コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器（ハードウェア及びソ

フトウェア） 

地方税共同機構 

情報セキュリティポリシー 
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(2) 情報システム 

コンピュータ、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組み 

(3) ｅＬＴＡＸ 

 地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続を電子的に行うシステム 

(4) ＯＳＳシステム 

ＯＳＳ都道府県税共同利用化システムの呼称で、新車新規登録に伴う自動車二税の申

告・納付手続等を電子的に行うシステム 

(5) ＪＮＫＳ 

自動車税納付確認システムの呼称で、自動車税納付の確認を電子的に行うシステム 

(6) 機構処理税務事務システム 

機構が運営する税務事務に係る情報システムで、ｅＬＴＡＸシステム、ＯＳＳシステ

ム、ＪＮＫＳの総称 

(7) ｅＬＴＡＸホームページ・ヘルプデスクシステム 

ｅＬＴＡＸに係るホームページ・ヘルプデスクシステム及びナレッジシステム 

(8) 機構ホームページシステム 

機構組織及び機構処理税務事務システムに係るホームページ・ヘルプデスクシステム

の総称 

(9) 地方税ポータルシステム情報サーバ 

地方税ポータルシステムを構成するサーバ 

(10) ＯＳＳシステム情報サーバ 

   ＯＳＳシステムを構成するサーバ 

(11) ＪＮＫＳ情報サーバ 

   ＪＮＫＳを構成するサーバ 

(12) 認定委託先事業者情報システム 

認定委託先事業者が開発又は運用を行っている情報システムのうち、機構処理税務事

務に係る情報システム 

(13) 認定委託先事業者サーバ 

認定委託先事業者情報システムを構成するサーバ 

(14) 団体情報システム 

地方団体が開発又は運用を行っている情報システムのうち、機構処理税務事務に係る

情報システム 

(15) 団体サーバ 

団体情報システムを構成するサーバ（単独設置型地方団体のみ） 

(16) 事務局情報システム 

機構の役職員等が使用する機構事務局の情報システム 

(17) 重要機能室 

電子計算機室、受電設備、定電圧・定周波電源装置等の設備を設置する室並びに電子

計算機室の空気調和をする空気調和機及びその付属設備を設置する室 

(18) 情報セキュリティ 
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情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持すること 

(19) 機密性 

情報へのアクセスを認められた者だけが、アクセス可能な状態を確保すること。 

(20) 完全性 

情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保すること。 

(21) 可用性 

情報へのアクセスを認められた者が、必要時に中断することなく、情報及び関連資産

にアクセスできる状態を確保すること。 

(22) 利用者 

機構処理税務事務システムを利用する納税義務者（特別徴収義務者を含む。）及び代

理人（税理士等） 

(23) 委託先事業者 

機構から機構処理税務事務システム、機構ホームページシステム及び事務局情報シス

テムの開発、導入、保守及び運用等に関する業務の委託を受けた事業者 

(24) 認定委託先事業者 

認定委託先事業者の認定等に関する要綱に基づき認定された事業者 

(25) 地方団体 

地方団体は、単独設置型地方団体と委託利用型地方団体に分類される。 

ア 単独設置型地方団体 

団体サーバに供えられたファイルへの関係書類に記載すべき事項の記録（以下「記

録事務」という。）を単独で行う地方団体、並びに委託利用型団体から記録事務又は

団体サーバの設置及び運営等（以下「設置運営事務」という。）を受託する団体 

イ 委託利用型地方団体 

記録事務（設置運営含む。）を認定委託先事業者又は単独設置型地方団体に委託す

る地方団体 

(26) 関係者 

機構が別途定める者 

(27) 情報資産 

機構に係る全ての情報システムの開発又は運用に係る全ての情報、機構に係る全ての

情報システムで取り扱う全ての情報及びこれらの情報を管理するコンピュータやネッ

トワークなどの設備 

(28) 個人情報 

個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は

個人別に付けられた番号、記号その他の符号、画像若しくは音声によって当該個人を識

別できるもの（当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することがで

き、それによって当該個人を識別できる者を含む。） 

(29) 破壊・改ざん 

ハードウェアやネットワークそのものの破壊だけでなく、情報の一部を不正に変更し

たり消去することで、業務が遂行不可能な状態になること、又は、著しく遂行が妨げら
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れること 

 

第７章  適用範囲 

(1) 組織の範囲 

ポリシーが適用される組織は、機構、委託先事業者及び認定委託先事業者とする。 

ア 機構及び委託先事業者に対するポリシーの適用 

機構に係る全ての情報システムの開発、導入、保守、運用等に関する業務は、機構

及び地方団体の人的業務量の低減を図り、かつ、共同化のメリットである費用の低廉

化を図る必要性から、原則として外部委託を行う。 

このため、ポリシーの策定に当たっては、上記事情を考慮した対策基準の策定を行

い、機構及び委託先事業者はポリシーの重要性を認識し、業務の遂行に当たってはポ

リシーを遵守する義務を負うものとする。 

イ 認定委託先事業者に対するポリシーの適用 

認定委託先事業者情報システムの開発・運用に関する業務は、機構及び地方団体の

人的業務量の低減を図り、かつ、共同化のメリットである費用の低廉化を図る必要性

から、認定委託先事業者が行う。 

認定委託先事業者は、業務の遂行に当たり、ポリシーを遵守する義務を負うものと

する。 

ウ 地方団体に対するポリシーの適用 

地方団体が導入する団体情報システムは、地方団体の管理責任のもとで構築・運用

される。このため、団体情報システム並びに団体情報システムに係る情報資産、組織、

人及び業務は、原則としてポリシーの適用対象外とし、団体情報システムに係る情報

セキュリティ対策は、各地方団体が計画・実施すべきものとする。 

ただし、機構処理税務事務システム全体の情報セキュリティを確保する観点から、

団体情報システムからポータルセンターへのアクセス等の特定の業務については、一

定の対策基準を策定することとする。 

エ 利用者に対するポリシーの適用 

機構処理税務事務システムの利用者はポリシーの適用外とするが、システムの利用

については別に定める利用規約等の承諾を求める。また、機構は利用者が機構から提

供される方法によってのみシステムを利用できるように制御する。 

(2) 情報資産の範囲 

ポリシーが対象とする情報資産は、次のとおりとする。 

ア ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備及び電磁的記録媒体 

イ ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報（これらを印刷した文書を含む。） 

ウ 全ての情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書 

ネットワーク 通信回線、ルータ等の通信機器 

情報システム 
サーバ、パソコン、オペレーティングシステム、ソフト

ウェア等 

ネットワーク及び情報シ コンピュータ室、通信分岐盤、配電盤、電源ケーブル、
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ステムに関する施設・設備 通信ケーブル 

電磁的記録媒体 
CD-R、DVD-R、フロッピーディスク、MO、LTO(Linear Tape-

Open)、USB フラッシュメモリ等 

ネットワーク及び情報シ

ステムで取り扱う情報 

ネットワーク、情報システムで取り扱うデータ（利用者

情報、申告情報、アクセス記録、認証情報等） 

※これらを印刷した文書を含む。 

システム関連文書 

システム設計書、プログラム仕様書、オペレーションマ

ニュアル、端末機管理マニュアル、システム構成図、ネッ

トワーク構成図等 

 

第８章  役職員等の遵守義務 

役職員等は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たっ

てポリシー・実施手順を遵守しなければならない。 

 

第９章  対象とする脅威 

情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。 

(1) サイバー攻撃を始めとする部外者の情報システムへの侵入、不正アクセス、ウイルス

攻撃、サービス不能攻撃等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消

去、重要情報の搾取、内部不正等 

(2) 情報資産の無断持出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、

プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、

外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産

の漏えい・破壊・消去等 

(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等 

(4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等 

(5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等の提供サービスの障害からの波及等 

 

第１０章  情報セキュリティ対策 

第９章の脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じる。 

(1) 組織体制 

組織として、情報セキュリティ対策を確実に実施するには、情報セキュリティ対策に

取り組む十分な組織体制を整備し、一元的に情報セキュリティ対策を実施する必要があ

る。このことから、情報セキュリティ対策のための組織体制、権限及び責任を規定する。 

(2) 情報資産の分類と管理 

情報資産を保護するには、情報資産を分類し、分類に応じた管理方法を定める必要が

ある。そこで、機密性・完全性・可用性に基づく情報資産の分類と分類に応じた取扱いを

定めた上で、情報資産の管理責任を明確にし、情報資産のライフサイクルに応じた対策

を講じる。 
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(3) 物理的セキュリティ 

ハードウェア、ネットワーク、重要機能室等は、情報システムの安定的な運用のため

に適切に管理する必要があり、管理が不十分な場合、情報システム全体への悪影響や業

務の継続性に支障が生じるおそれがある。このことから、ハードウェアの設置や保守・

管理、ネットワークの通信回線装置の管理、重要機能室の入退室管理等の物理的な対策

を講じる。また、役職員等が利用するパソコン等に関しても盗難及び情報漏えい防止策、

パソコン等の持出し・持込み等に関する対策を講じる。 

(4) 人的セキュリティ 

役職員等が情報資産を不正に利用したり、適正な取扱いを怠ったりした場合、コン

ピュータウイルス等の感染、情報漏えい等の被害が発生しうる。このことから、ポリシー

の遵守や情報資産の業務以外の目的での使用の禁止等、役職員等が情報資産を取り扱う

際に遵守すべき事項を明確に規定する。また、人的セキュリティを確保するための教育・

研修・訓練に関する計画や実施等の人的な対策を講じる。 

(5) 技術的セキュリティ 

システム開発、導入、保守、運用等において、コンピュータウイルス等への不正プロ

グラム対策や情報システムに対する攻撃への対策等、技術的なセキュリティ対策が十分

に行われない場合は、業務に重大な支障が生じるおそれがある。このことから、情報シ

ステムが備えるべき技術的セキュリティの対策を講じる。 

(6) ポリシーの運用 

ポリシーの遵守を確保するために、ポリシーの遵守状況等を確認する体制を整備する

とともに、緊急事態が発生した際に迅速な対応を可能とするための危機管理対策を講じ

る。 

(7) 業務委託と外部サービスの利用 

業務外部委託を行うする場合には、委託先事業者を選定し、情報セキュリティ要件を

明記した契約を締結し、委託先事業者において必要なセキュリティ対策が確保されてい

ることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。 

約款による外部サービスを利用する場合には、利用に係る規定を整備し対策を講じる。 

ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運

用手順を定め、ソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。 

 

第１１章  地方団体の役割 

機構は、地方税に関する事務の合理化並びに利用者の利便の向上に寄与することを目的

に、全国の地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、

地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行うことを基本方針としている。

よって、機構処理税務事務システムの情報セキュリティの確保には地方団体の協力が不可

欠であり、地方団体は機構処理税務事務システムの運用に当たり情報セキュリティの維持

向上に努めるものとする。 
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第１２章  ポリシーの公開等 

機構は、機構処理税務事務システムに対する信頼と理解を深めるため、地方団体及び利

用者に対しポリシーの公開又は内容の周知を行う。また、適正なシステム開発、導入、保

守及び運用等を行うため、委託先事業者に対しても同様とする。 

なお、公開又は周知する対象、範囲及び内容等については、理事長が別途定める。 

 

第１３章  実施手順の策定 

対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた実施

手順を策定するものとする。 

なお、実施手順は、公にすることにより機構の業務運営に重大な支障を及ぼすおそれが

あることから地方団体及び利用者に対して非公開とし、機構の代表者会議、運営審議会、

機構処理税務情報保護委員会、実務者会議又は各検討部会での公開に限るものとする。た

だし、機構の業務運営に支障を及ぼすおそれがなく、公開することによってセキュリティ

確保に資する実施手順については、セキュリティ統括責任者の承認を得て公開する。 

 

第１４章  情報セキュリティ監査及び自己点検の実施 

ポリシーが遵守されていることを検証するために、機構は定期的又は必要に応じて、定

款第 34 条に定める第三者による情報セキュリティ監査を実施するとともに自己点検を実

施するものとする。 

 

第１５章  ポリシーの見直し 

(1) セキュリティ統括責任者は、ポリシーについて情報セキュリティ監査及び自己点検の

結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ毎年度見直しを行い、必要

があると認めた場合は、改善を行うものとする。 

(2) ポリシーの改廃を行った場合は、地方団体等の関係者に速やかに周知しなければなら

ない。 

 

第１６章  留意事項（用語の読み替えについて） 

対策基準は機構を主体として定めているため、委託先事業者及び認定委託先事業者は特

に断り書きがない場合、主体を自身に読み替えて遵守するものとする。認定委託先事業者

は、機構処理税務事務システムを認定委託先事業者情報システムに読み替えて遵守するも

のとする。 



令和４年３月１６日
第５回機構処理税務情報保護委員会

令和３年度
情報セキュリティ事業報告等

報告事項(1)
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１．地方団体に対する支援
(1) 情報セキュリティ研修会
(2) 国税連携技術基準に基づくセキュリティ対策の自己評価

２．情報セキュリティ監査

３．セキュリティ診断
(1) 脆弱性診断
(2) リスク評価
(3) 標的型攻撃メール訓練

４．緊急時対応訓練

５．地方税共同機構CSIRTの設置・運営

報告事項(1)①

令和３年度情報セキュリティ事業



2

１．地方団体に対する支援

「令和３年度 地方税の電子化に係る全国説明会」の開催に合わせ、地方団体職員のセキュリティ意識の向
上及び地方団体のセキュリティ対策の自己評価への助言に関する全国研修会を実地開催 (昨年度はコロナ禍を考
慮し動画配信のみ)

■日 時 令和３年７月16日～８月27日 午前10時～12時
■会 場 計12会場（東京、那覇、金沢、高松、広島、仙台、さいたま、神戸、名古屋、旭川、札幌、福岡）
■参加者 347人（18都道府県、268市区町村）
■内 容 【第１部】最新動向を踏まえた情報セキュリティ対策について

○ デジタル化の進展に伴うサイバー攻撃の増加とその事例、実施すべきセキュリティ対策など
【第２部】国税連携技術基準に基づくセキュリティ対策について

① eLTAXの概要、セキュリティ対策に関する各種基準
② 国税連携技術基準に基づき実施すべきセキュリティ対策の具体的内容

《研修会アンケートの結果》

［主な意見 (6人11件)］
事例を踏まえた説明でわかりやすい、説明が駆け足すぎて理解が追い付かない、知らない専門用語が多い、説明時間が⾧い

(1) 情報セキュリティ研修会

質問項目
理解度

質問項目
難易度

第1部 第2部① 第2部② 第1部 第2部① 第2部②

1 理解が深まった 16 6 10 1 難しかった 1 3 3

2 やや理解が深まった 16 14 19 2 やや難しかった 6 12 16

3 どちらとも言えない 1 13 3 3 ちょうどよかった 25 17 14

4 あまり理解が深まらなかった 0 0 1 4 やや易しかった 1 1 0

5 理解が深まらなかった 0 0 0 5 易しかった 0 0 0

計 33 33 33 計 33 33 33
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１．目的
機構は納税義務者等に係る地方税の極めて重要な情報を取り扱うことから、運営する全ての情報システム

の企画・開発及び運用保守の各段階における安全性・信頼性を確保するため、情報セキュリティに係る助言
型外部監査を毎年度実施（令和３年度は、昨年度に引き続き有限責任監査法人トーマツが受託）
２．遵守すべき法令等

電子申告等安全性基準、国税連携技術基準、内閣府技術基準、共通納税安全性基準、
特別徴収税額通知安全性基準、年金安全性基準 等

３．令和３年度の監査対象
計18組織27対象 ※詳細は次ページ参照
（昨年度と比べ、トランスコスモス社の沖縄運用拠点が１箇所増、機構の対象システムが区分変更により２対象増）

４．昨年度からの改善点等

５．令和３年度 監査スケジュール

２．情報セキュリティ監査

○ サプライチェーンマネジメント強化の観点から、「地震対策やサーバラック管理に係る委託先から
の定期点検実施状況の報告受領・承認」や「テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃へ
の対応」に関する監査項目を追加

○ 被監査部門が円滑に監査に対応できるよう、ヒアリングシートの変更箇所や受査に際しての留意点、
昨年度の主な指摘事項などに関する詳細な資料を作成し、被監査部門説明会において具体的に説明

9/13～12/2 各被監査部門の現地監査（現地監査実施後、発見事項の是正に向けたフォローアップ）

12/21 監査結果中間報告会

2/28 監査結果報告会

3/16 第５回機構処理税務情報保護委員会において報告

3/下旬 上記各基準に基づき総務大臣（総務省）に報告
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１．目的
機構は納税義務者等に係る地方税の極めて重要な情報を取り扱うことから、運営する全ての情報システム

に係る脆弱性診断、対象システムに対するリスク評価及び機構役職員等への標的型攻撃メール訓練の実施に
より、機構の情報セキュリティを確保する。(令和３年度は㈱ファイブドライブが受託［昨年度は㈱ラック］)

２．遵守すべき法令等
電子申告等安全性基準、国税連携技術基準、内閣府技術基準、共通納税安全性基準、
特別徴収税額通知安全性基準、年金安全性基準 等

３．実施概要
(1) 脆弱性診断

以下の業務を実施し、機構が運営するシステムにおけるセキュリティ上の不備を確認
（10/18～11/26にかけて実施）

(2) リスク評価（令和３年度の対象は国税連携システム）
機構職員や委託先事業者要員に対するヒアリング（令和３年度は481項目）を実施し、システムや事務

に潜む脆弱性診断や情報セキュリティ監査では検出できないリスクを洗い出し、それぞれのリスクを分析
（11/1～18にかけてヒアリングを実施）

(3) 標的型攻撃メール訓練（Ｐ２１参照）
○ 機構の公開情報等の攻撃者が知り得る情報を用いて、機構役職員及び委託先事業者要員への標的型攻
撃メール訓練を２回実施（9/13～10/1）

○ 訓練後は訓練メールを送信したことを対象者に周知し、対処方法等に関する報告研修会を実施

３．セキュリティ診断

○ プラットフォーム診断
ツール等により模擬攻撃等を実施し、ネットワーク機器等の脆弱性を確認

○ Webアプリケーション診断
ツール等により模擬攻撃等を実施し、クロスサイトスクリプティング等のWebアプリケーションの脆弱性を調査

○ 接続不要機器調査及び外部に向けた通信試行
【対象】eLTAX（ポータルシステム、受付システム［Pcdesk］、審査システム等）、OSS都道府県税共同利用化システム、

JNKS（自動車税納付確認システム）、機構HPシステム、事務局情報システム
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４．緊急時対応訓練

１．目的
行動計画に沿った訓練により緊急時の迅速・的確な対応を可能とし、結果を行動計画の改善につなげる。
※ 令和３年度は、地方税共同機構CSIRTの設置に向けて、想定している全てのCSIRTメンバーが新たな

枠組みにおける行動計画を確認できるよう、全システムに影響がある大規模災害の発生を想定するとと
もに、コミュニケーションツールの積極的な活用を前提とした行動シナリオを作成

２．実施概要
(1) 実施日時:令和3年10月21日（木）10:30～15:35
(2) 参加組織:機構、eLTAX・OSS・JNKS・HP事業者、東京都、株式会社TKC、川崎市、総務省
(3) 訓練シナリオ

３．確認事項
(1) インシデントの検知からレベル判定、関係者への連絡、原因究明・復旧、恒久対応策の検討及び体制解

除までの一連のフローにおける各々の役割やコミュニケーション経路、対応手順が定まっている。また、
これらの対応手順に沿って行動できる。

(2) ホームページへのお知らせ掲載、地方団体へのメール周知等の対外的な連携を遅滞なく実施できる。
(3) 運用事業者等との連携手順が、昨年度改訂したインシデント対応マニュアルに沿ったものになっている。

４．結果
○ CSIRT構成員とあらかじめ役割や対応内容について十分に議論を重ねたこともあり、訓練中に大きな混

乱は生じなかった。⇒ CSIRT設置案の体制でインシデントに対応可能と判断
○ 概ね計画どおり実施できたが、コミュニケーションツールの使用方法等の課題が確認された。
○ 来年度はセキュリティインシデントを想定した訓練を実施予定

○ 令和3年10月21日（木）午前8時5分、埼玉県北部を震源とした地震が発生（千代田区は震度6弱）
○ 地震が通勤時間帯を直撃し、交通機関のマヒにより役職員が機構事務室に到達できない事態
○ eLTAXにおいては、ポータルセンターは正常に稼働しているものの、地方団体や認定委託先事業
者から問合せや障害報告あり

○ JNKSにおいては、システムが停止していることが判明しているが担当者との連絡が不能
○ その他のシステムは特に問題なく稼働している模様
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５．地方税共同機構ＣＳＩＲＴの設置・運営

１．地方税共同機構CSIRTの設置
○ R3.12.15の第４回機構処理税務情報保護委員会において地方税共同機構CSIRT設置に伴う情報セキュ

リティポリシー改正案をご了承いただき、R4.1.1に地方税共同機構CSIRTを設置

＜地方税共同機構CSIRT設置要綱 要旨抜粋＞

第１条 地方税共同機構情報セキュリティポリシー【対策基準】の規定に基づき、インシデント発生時には緊急
即応チームとして、平常時には組織的なリスク対策管理等により機構の情報セキュリティの維持・向上を図る
チームとして、設置するものとし、その役割及び体制等の基本的事項について定めるものとする。

第２条 CSIRTの役割
(1) インシデント発生時の対応

ア 検知・連絡受付
イ インシデントレスポンス
ウ 報告・公表
エ インシデント対応の終結

(2) 平常時の事前準備・予防等
ア 情報セキュリティに関する情報収集及び活動報告
イ リスク対策管理
ウ 訓練・演習の実施
エ 情報セキュリティ関連規程の点検
オ その他CSIRT⾧が定めるもの

第３条 インシデントについて機構外の者からの連絡受付の役割を担う、情報セキュリティに関する統一的な窓
口となるPoC（Point of Contact「ポック」）を整備し、機構外に周知、公表する。

第４条 扱うインシデントは、機構の事業運営又は情報セキュリティを脅かすおそれがある状態（緊急事案）及
び機構の事業運営又は情報セキュリティを脅かされている状態（緊急事態）とする。
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報告事項(1)④

令和３年度情報公開・個人情報保護



１．情報公開

開示請求・不服申立てともに該当なし

２．個人情報保護

＜個人情報保護＞

開示等請求の該当なし

＜特定個人情報保護＞

開示等請求の該当なし

8

令和３年度情報公開・個人情報保護



令和４年３月１６日
第５回機構処理税務情報保護委員会

令和４年度
情報セキュリティ事業計画

報告事項(2)



令和４年度事業実施計画（セキュリティ関係部分を抜粋）

Ⅰ 機構処理税務事務

４ 情報セキュリティ対策

(1) 地方団体に対するセキュリティの向上に関する技術的支援

・地方団体が、セキュリティ基準に関する総務省告示に基づくセキュリティ対策の自

己評価を適正に行えるよう支援する。

・自己評価の結果において一定の改善が必要と判断された地方団体に対し、総務省

と連携し、全ての未措置項目について改善が図られるよう、個別研修等の必要な

支援を行う。

(2) 情報セキュリティ監査

・情報セキュリティ監査実施計画を策定した上で、第三者による情報セキュリティ対

策の有効性や改善の方向性等の指摘を受ける助言型監査を、機構及び業務委託

先事業者並びに認定委託先事業者等に対して実施する。

・監査の結果、機構において是正が必要な項目が判明した場合には、速やかに改善

する。業務委託先及び認定委託先事業者等において是正が必要な項目が判明し

た場合には、速やかに改善するよう助言する。

(3) セキュリティ診断

・eLTAX、ＯＳＳ都道府県税共同利用化システム、ＪＮＫＳ等、機構が管理する情報シス

テム等に脆弱性がないことを確認するため、ネットワークシステム内部の脆弱性診断、

インターネット等の外部接続点及びウェブアプリケーションの脆弱性診断を実施する。

・機構の情報資産に関して、情報セキュリティ監査や脆弱性診断では検出できないリスク

の洗い出しを行った上で、それぞれのリスクの影響度や侵害度の分析及び対応策等の

検討を行う。これらの実施結果に基づき、必要な措置を講ずる。

・軽ＯＳＳシステム及び軽ＪＮＫＳなどの新規開発システムについて、稼働前に脆弱性診

断 等を実施の上結果を検証し、セキュリティを確保した上で稼働する。

(4) 緊急時対応訓練

各種インシデント発生時に適切に行動できるよう、緊急時の対応手順を確認する訓練

を実施した上で、必要に応じて手順を見直す。

(5) 標的型攻撃メール訓練

セキュリティ対策ソフトでは防ぐことが困難な高度化した標的型攻撃メールに適切に対

応するため、業務委託先事業者等に対して訓練を実施する。

(6) CSIRT 

・インシデント発生時には情報収集、被害の拡大防止、広報、復旧対応、再発防止策の

検討等を迅速・的確に行うことで被害の極小化を図り、平常時には情報セキュリティリス

クの管理、情報セキュリティに関する情報収集等を行うことで情報セキュリティの維持・

向上を図る。

・情報セキュリティ監査及びセキュリティ診断における指摘事項その他対応が必要な情

報セキュリティリスクを一元管理し、情報共有、対応方針の決定及びフォローアップを行

う。

Ⅱ 研修・調査研究等

１ 教育及び研修

(4）情報セキュリティ研修

・地方団体の関係職員に対し、全国説明会と同日に情報セキュリティ研修を実施する。

・研修会に参加することができない地方団体に対しては、地方団体向けホームページ

において研修内容の情報を提供する。

・地方団体から情報セキュリティ研修の実施の要請があった場合は、セキュリティ対策

の充実強化に向けて支援する。

Ⅲ 組織体制・業務運営等

２ 適正な業務運営の確保

(3) 役職員の情報リテラシー向上

・内部不正を防ぎサイバー攻撃に適切に対処するため、役職員に対する教育・訓練を

実施する。

・機構職員の情報リテラシー向上を図り、日常業務における情報セキュリティ対策を強

化するため、基礎的な研修を随時実施するとともに、必要に応じて専門的な研修を

実施する。

・セキュリティ対策ソフトでは防ぐことが困難な高度化した標的型攻撃メールに適切に

対応するため、機構の役職員に対して訓練を実施する。

令和４年度事業計画 抜粋（第14回代表者会議（令和４年３月17日）議案）

Ⅰ 機構処理税務事務

４ 情報セキュリティ対策

地方税共通納税システムにおける特定徴収金の取扱いや対象税目の拡大等、社会

インフラとしてのeLTAXの役割の拡大等を踏まえ、機構処理税務事務システムについ

て、高い安全性と信頼性を確保していくため、第三者による情報セキュリティ監査やセ

キュリティ診断の実施をはじめとした情報セキュリティ対策の充実・強化に取り組む。

Ⅲ 組織体制・業務運営等

２ 適正な業務運営の確保

・ 地方税に関する電子的手続や地方団体の公金収納業務の一端を担う機構の社会

的な責任の重さを踏まえ、関連法規の遵守、内部監査、外部監査、監事監査、内部

統制に関する仕組等により、業務の適正かつ効率的な運営を確保する。

・ 機構の事務局における情報セキュリティ対策を適正に行う。

令和４年度情報セキュリティ事業について

1
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

地方団体

に対する

支援

セキュリ

ティ研修

全国情報セキュリ
ティ研修会

研修会動画作成 情報セキュリティ研修会動画配信（地方団体による視聴）

技術的支援

(自己評価)
地方団体による自己評価

自己評価結果を踏まえた
フォローアップ研修

改善状況
調査

情報セキュリティ監査 監査契約
被監査
部門
説明会

被監査部門に対する現地監査
監査結果
報告会

セキュリ

ティ

診断

脆弱性診断 診断契約 脆弱性診断実施
診断結果
報告会

リスク評価 診断契約
被評価
部門
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地方税共同機構（以下「機構」という。）は、地方団体が共同
して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地
方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、
もって地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴
収義務者の利便の向上に寄与するよう、令和４年度は次の事業を
実施する。

Ⅰ 機構処理税務事務

１ 地方税ポータルシステム関連事務
地方税の電子申告、電子納税等を取り扱う地方税ポータルシ

ステム（以下「eLTAX」という。）の開発及び運用を行う。具
体的には、電子申告等事業、国税連携事業、年金特徴事業及び
これらに附帯する事業を行う。

(1) eLTAXの適切な管理運営
・ eLTAX及び地方税共通納税システムについて、引き続き、適
切かつ安定的な管理運営を行う。

・ eLTAX利用者の更なる増加が見込まれることから、eLTAX
ホームページやヘルプデスクの改善を含め、eLTAXの使い勝手
の向上に努める。

(2) eLTAXの機能改善・拡充
・ 地方税共通納税システムについて、固定資産税、都市計画

税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割を対象税目へ追加
（令和５年度以後の課税分について適用）するとともに、そ
の他全ての税目について納付を行うことができるよう開発を
進める。

・ 上記に合わせ、納税者が、機構が指定する者（機構指定納
付受託者）を経由して、スマートフォン決済アプリやクレジッ
トカード等による納付を行うことができるよう必要な準備を進
める。

・ 給与所得に係る特別徴収税額通知（納税義務者用）につい
て、eLTAXを経由して電子的に提供する仕組み（令和６年度分
以後の個人住民税について適用）の導入に向けたシステム開発
を行う。

・ 納税者等が地方団体に対して行う全ての申告・申請等につ
いて、eLTAXを通じて行うことができるよう手続の電子化に向
けた検討を進める。

・ 地方たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税等の申告等につい
て、eLTAXを通じて行うことができるよう具体的な検討・シス
テム開発を進める。

(3) 次期システム更改
令和８年度に予定しているeLTAXの次期更改について、次期

eLTAX更改実施計画を策定の上、調達仕様書を作成する。

２ 車体課税関係事務
(1) 自動車税関係システムの適切な管理運営

国土交通省等と共同で運営している自動車保有関係手続のワ
ンストップサービスについて、関連するサービスの共通基盤で
あるインターフェースシステムの利用、都道府県税事務として
必要なＯＳＳ都道府県税共同利用化システム及び自動車税納付
確認システム（ＪＮＫＳ）の適切な運用並びにこれらに附帯す
る事業を行う。

(2) 次期システム更改
ＯＳＳ都道府県税共同利用化システムについて、国土交通省

等と連携を取りつつ次期システムの開発を進め、令和５年１月
から稼働する。

(3) 軽自動車関係手続の電子化
軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告に係る軽Ｏ

ＳＳシステム、継続検査時における種別割の納付の有無の事実
の確認システム（軽ＪＮＫＳ）について、令和５年１月に稼働
できるよう、関係機関等と連携を取りつつ開発を進める。

３ 地方税電子化の推進
(1) 地方税共通納税システムの拡充に向けた検討

納税者等の利便性の向上に資するため、引き続き、納付手段
の多様化について検討を進める。

【参考資料】 地方税共同機構 令和４年度事業計画（案） １/２
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(2) 他機関との情報連携の拡充に向けた検討
納税者等の利便性向上及び行政機関の事務効率化のため、他

の行政機関等との情報連携について、関係機関等と連携を取り
つつ検討を行う。

(3) 基幹税務システムベンダーとの連携
基幹税務システムベンダーとの情報交換の場を活用し、税制

改正等に対する地方団体の基幹税務システムの改修等の円滑・
迅速な実施に資する支援を行うとともに、標準化の動向につい
ても適宜の情報提供を行う。

４ 情報セキュリティ対策
地方税共通納税システムにおける特定徴収金の取扱いや対象

税目の拡大等、社会インフラとしてのeLTAXの役割の拡大等を踏
まえ、機構処理税務事務システムについて、高い安全性と信頼
性を確保していくため、第三者による情報セキュリティ監査や
セキュリティ診断の実施をはじめとした情報セキュリティ対策
の充実・強化に取り組む。

Ⅱ 研修・調査研究等

１ 教育及び研修
eLTAX研修、情報セキュリティ研修、税務研修（不動産評価研

修、直税課税研修、軽油引取税調査事務研修、ブロック別徴収
事務研修、政令指定都市研修）等、地方団体の職員に対して、
地方税に関する教育及び研修を行う。地方団体負担金以外の財
源を活用し、市区町村を含めた全地方団体向けの研修を引き続
き実施するとともに、ＩＣＴの活用等による研修機会の更なる
拡充に向けて取り組む。

２ 調査研究
・ 地方税務行政を取り巻く状況の変化に的確に対応し、適正、

公平で効率的な業務運営に資するため、諸課題に関する実務者
等の連携による調査研究を行う。

・ デジタル・ガバメント推進の動きに対応するため、地方団体
や関係機関の実務面に配慮しつつ、地方税に関する全ての手続
の電子化に向けた調査研究を行う。

３ 広報その他の啓発活動
・ eLTAX、地方共通納税システムの利用率及び認知度の向上並

びに対象税目及び納付手段の拡大、軽ＯＳＳ及び軽ＪＮＫＳな
どの新規開発システムについて、関係機関・関係団体等と連携
し、広報に取り組む。

・ 全国共通で行うことが効果的かつ効率的な、自動車税・軽自
動車税の納期内納付、税を考える週間等の地方税に関する広報
その他の啓発活動等を行う。

４ 地方団体に対する情報の提供その他の支援
・ 地方団体が実施する講演会等への助成等を行う。
・ 不正軽油撲滅や全国一斉路上軽油抜取調査についての都道府

県間の連絡調整や広報等を行う。
・ 基幹税務システムの標準化や税務関係事務の合理化に向けた

支援を行う。

Ⅲ 組織体制・業務運営等

１ 効率的な執行体制の実現
地方税電子化に伴うシステムの整備・拡充、地方税共通納税

システムの対象税目追加に伴う管理運営業務、ＩＣＴを活用し
た研修の充実や地方税電子化の推進の動きに対応した調査研究
の強化等、今後見込まれる業務の拡大等に適切に対応するため、
効率的な執行体制の実現に努める。

２ 適正な業務運営の確保
・ 地方税に関する電子的手続や地方団体の公金収納業務の一端

を担う機構の社会的な責任の重さを踏まえ、関連法規の遵守、
内部監査、外部監査、監事監査、内部統制に関する仕組等によ
り、業務の適正かつ効率的な運営を確保する。

・ 機構の事務局における情報セキュリティ対策を適正に行う。

【参考資料】 地方税共同機構 令和４年度事業計画（案） ２/２
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5

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

地方税共通納税システムの拡張（令和５年４月課税分から）

稼働・運用開発・試験

○対象税目の拡大（固定資産税・都市計画税・自動車税種別割・軽自動車税種別割・その他全ての税目）

○納付手段の拡大（スマートフォン決済アプリ・クレジットカード等による納付）

事業者公募等 画面開発・接続試験 稼働・運用

電子申告の税目拡大（準備ができたものから順次）

○地方たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税・宿泊税の電子化（令和５年10月目標）

仕様検討 調達 設計・開発・試験 稼働・運用

○軽油引取税（令和６年10月目標）、個人住民税（令和７年１月目標）、その他の税目（順次対応）

車体課税関係（令和５年１月から）

開発・試験

○ＯＳＳ都道府県税共同利用化システムの更改

○軽自動車関係手続の電子化

開発・試験

稼働・運用

稼働・運用

（参考）今後のスケジュール

その他申告・申請等の手続（令和７年末までの出来るだけ早い時期。準備ができたものから順次対応）

eLTAX次期更改（令和８年10月から）

実施計画 調達仕様書 調達 設計・開発・試験 稼働・運用

特別徴収税額通知（納税義務者用）（令和６年度分以後の個人住民税について適用）

調達 設計・開発・試験 稼働・運用
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